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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 995 3.2 △48 ― △53 ― △50 ―

22年3月期第2四半期 964 △35.3 △147 ― △155 ― △158 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △6.10 ―

22年3月期第2四半期 △19.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 2,574 562 21.8 67.82
22年3月期 2,689 614 22.8 74.10

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  562百万円 22年3月期  614百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,245 6.8 22 ― 5 ― 4 ― 0.57



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  8,353,645株 22年3月期  8,353,645株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  63,573株 22年3月期  62,044株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  8,291,445株 22年3月期2Q  8,294,027株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載の
予想数値と異なる可能性があります。 
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国の経済成長に支えられ輸出と生産が増

加し、景気は回復基調を維持しましたが、長引く円高による輸出競争力の低下と企業業績の悪化や米欧経済の成長鈍

化、さらには国内政策投資効果の息切れなどの景気下振れリスクが顕在化し、先行き不透明感が強まる中、景気の回

復力は力強さを欠いたまま推移いたしました。 

当社を取り巻く環境としましては、ウインチ製品の主要なユーザーである建設業界が公共投資の削減や民間設備

投資の抑制による工事量の減少により引き続き不振であるほか、バランサ製品の主要なユーザーである自動車・ＩＴ

関連産業をはじめとした幅広い業種で設備投資の回復の動きが極めて鈍く、厳しい受注環境が続きました。 

このような情勢の中、当社は成長分野である太陽光関連・環境関連市場などの顧客に対し提案型営業を積極的に

展開するとともに、製品の安全性機能向上をアピールし、買い替え需要の喚起を図りました。また、引き続き資材調

達コストの引き下げや諸経費の削減に取り組み、損益分岐点売上高の一層の引き下げによる収益性の向上に努めてま

いりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高は995百万円（前年同期比3.2％増）、営業損失48百万円

（前年同期は147百万円の損失）、経常損失53百万円（前年同期は155百万円の損失）、四半期純損失50百万円（前年

同期は158百万円の損失）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（ウインチ） 

前年７月に市場投入した太陽光発電用パネル施工向けの荷揚機「パネルボーイ」が順調に推移したほか、ベビー

ホイストのラッチロックフックの標準化、大型ウインチの非常停止標準化など安全機能をアピールし買い替え需要の

喚起を図ったことより、売上高は536百万円、セグメント利益53百万円となりました。 

（コンベヤ） 

公共工事の削減や民間工事の減少により受注引き合いが低調に推移したほか、自転車駐輪場向け「サイクルベ

ヤ」が低調であったことより、売上高86百万円、セグメント損失4百万円となりました。 

（バランサ） 

太陽光関連や燃料電池など業績好調な業種に的を絞り、提案営業による攻めの受注活動を展開した結果、売上は

回復基調にありますが、自動車をはじめＩＴ関連産業など幅広い業種で設備投資が期待したほど回復せず、総じて引

き合いが低調に推移した結果、売上高281百万円、セグメント損失28百万円となりました。 

（ロボット） 

 物流業界の設備投資は低調であり、メンテナンスサービス中心の売上であるが、一部大口ユーザーの受注獲得によ

り、売上高90百万円、セグメント利益7百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は2,574百万円となり、前事業年度末に比べ115百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動資産が売掛金の減少等により1,590百万円となり、前事業年度末に比べ104百万円減少し

たことと、固定資産が減価償却等により984百万円となり、前事業年度末に比べ10百万円減少したことによるもの

であります。 

当第２四半期会計期間末における負債合計は2,012百万円となり、前事業年度末に比べ62百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が支払手形の増加、未払費用、前受金の減少等により1,577百万円となり、前事業

年度末に比べ2百万円減少したことと、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により435百万円となり、前事

業年度末に比べ60百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は562百万円となり、前事業年度末に比べ52百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が50百万円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は417百万円となり、前

事業年度末に比べ29百万円増加いたしました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は92百万円（前年同期は14百万円の支出）となりました。主な要因は、税引前四

半期純損失47百万円、たな卸資産の増加9百万円等のマイナス要因がありましたが、売上債権の減少141百万円、仕

入債務の増加25百万円等のプラス要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は2百万円（前年同期は1百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資

産の取得による支出1百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は59百万円（前年同期は29百万円の獲得）となりました。主な要因は、関係会社

長期借入金の約定返済60百万円によるものであります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

当社の事業を取り巻く環境は依然厳しく、平成23年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成22年11

月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っております。 

また、平成23年第２四半期の業績の状況を踏まえ、平成23年３月期通期業績予想についても修正を行っており

ます。詳細につきましては、平成22年11月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を第１四半期会計期間より適用しており

ます。 

 これにより、税引前四半期純損失は 百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は 百万円であります。 

  

２．その他の情報

2

2
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,575 387,768

受取手形及び売掛金 629,110 770,510

商品及び製品 93,253 83,281

仕掛品 22,325 26,034

原材料及び貯蔵品 411,459 407,945

その他 16,324 18,793

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 1,590,045 1,694,329

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 140,158 143,686

土地 723,755 723,755

その他（純額） 31,314 36,056

有形固定資産合計 895,228 903,499

無形固定資産 9,941 11,220

投資その他の資産   

投資有価証券 38,352 40,686

破産更生債権等 22,138 22,150

その他 40,935 39,891

貸倒引当金 △22,138 △22,150

投資その他の資産合計 79,287 80,577

固定資産合計 984,458 995,298

資産合計 2,574,503 2,689,627
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 354,312 328,383

短期借入金 1,050,000 1,050,000

関係会社短期借入金 1,434 1,251

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 4,793 7,112

その他 46,616 73,157

流動負債合計 1,577,156 1,579,906

固定負債   

関係会社長期借入金 227,500 287,500

退職給付引当金 203,492 204,992

資産除去債務 2,360 －

その他 1,776 2,827

固定負債合計 435,129 495,319

負債合計 2,012,285 2,075,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △328,956 △278,401

自己株式 △8,346 △8,261

株主資本合計 560,195 610,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,022 3,566

評価・換算差額等合計 2,022 3,566

純資産合計 562,218 614,402

負債純資産合計 2,574,503 2,689,627
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(2) 四半期損益計算書 
(第２四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 964,443 995,465

売上原価 840,406 802,160

売上総利益 124,036 193,305

販売費及び一般管理費 271,224 241,522

営業損失（△） △147,188 △48,216

営業外収益   

受取利息 16 60

受取配当金 281 263

受取賃貸料 3,091 2,775

保険配当金 4,492 4,382

その他 417 1,877

営業外収益合計 8,299 9,359

営業外費用   

支払利息 13,988 12,354

その他 2,708 2,409

営業外費用合計 16,697 14,764

経常損失（△） △155,585 △53,622

特別利益   

固定資産売却益 29 －

貸倒引当金戻入額 55 12

受取保険金 － 12,260

特別利益合計 84 12,272

特別損失   

固定資産除却損 － 125

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

従業員弔慰金 － 3,330

特別損失合計 － 5,815

税引前四半期純損失（△） △155,501 △47,165

法人税、住民税及び事業税 3,369 3,389

法人税等合計 3,369 3,389

四半期純損失（△） △158,870 △50,555
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 511,981 534,608

売上原価 430,250 432,241

売上総利益 81,731 102,367

販売費及び一般管理費 131,265 117,447

営業損失（△） △49,534 △15,079

営業外収益   

受取利息 14 15

受取賃貸料 1,542 1,348

その他 175 279

営業外収益合計 1,733 1,643

営業外費用   

支払利息 6,937 6,171

その他 1,280 1,278

営業外費用合計 8,217 7,450

経常損失（△） △56,018 △20,886

特別利益   

固定資産売却益 10 －

貸倒引当金戻入額 20 0

受取保険金 － 12,260

特別利益合計 31 12,260

特別損失   

従業員弔慰金 － 3,330

特別損失合計 － 3,330

税引前四半期純損失（△） △55,987 △11,956

法人税、住民税及び事業税 1,684 1,681

法人税等合計 1,684 1,681

四半期純損失（△） △57,672 △13,637
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △155,501 △47,165

減価償却費 14,859 11,589

有形固定資産除却損 － 125

受取保険金 － △12,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,152 △1,499

受取利息及び受取配当金 △298 △323

支払利息 13,988 12,354

雇用調整助成金収入 － △1,466

有形固定資産売却損益（△は益） △29 －

売上債権の増減額（△は増加） 242,130 141,400

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,538 △9,776

仕入債務の増減額（△は減少） △143,650 25,928

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,105 1,544

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

その他 △14,312 △25,381

小計 24,413 97,416

利息及び配当金の受取額 298 323

利息の支払額 △14,268 △12,380

保険金の受取額 － 12,260

雇用調整助成金の受取額 － 1,466

損害賠償金の支払額 △17,800 －

法人税等の支払額 △6,739 △6,766

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,096 92,319

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △819 △1,994

有形固定資産の売却による収入 270 －

無形固定資産の取得による支出 △160 △199

投資有価証券の取得による支出 △261 △260

貸付けによる支出 △800 △300

貸付金の回収による収入 148 143

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,621 △2,610

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 －

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △9,925 183

関係会社長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △257 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,817 △59,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,099 29,807

現金及び現金同等物の期首残高 392,871 387,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 406,970 417,575
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

① 報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、各種の産業用資機材を生産・販売しており、製品区分別のセグメントから構成され、「ウインチ」、

「コンベヤ」、「バランサ」及び「ロボット」の４つを報告セグメントとしております。 

 「ウインチ」は、多種多様な現場での荷揚げ作業を効率的に実現する製品・サービスを提供しております。「コ

ンベヤ」は、作業現場の土砂、廃棄物などを効率的に速やかに搬送する製品・サービスを提供しております。「バ

ランサ」は、生産、出荷、物流ラインでさまざまな形状・作業条件下で重量物の移載・搬送を省力化する製品・サ

ービスを提供しております。「ロボット」は、物流ラインで大量の搬送物のパレタイジング・ピッキング作業をス

ピーディーに処理する製品・サービスを提供しております。 

  

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）        （単位：千円） 

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 536,759  86,142  281,652  90,912  995,465  －  995,465

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  536,759  86,142  281,652  90,912  995,465  －  995,465

セグメント利益

又は損失（△） 
 53,430  △4,224  △28,029  7,700  28,877  △77,094  △48,216

△77,094

△77,094
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